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新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止・延期する場合は、速やかに市ホームページ等でお知らせします。

芦屋市広報番組【あしやトライあんぐる放送時間】　11ch
①午前９時②正午③午後３時④午後６時⑤午後10時　〈15分〉

 
　平日・昼間　➡水道お客様センター ☎38-2082
　土・日・祝日・夜間　   ➡市役所代表 ☎31-2121

宅地内での水道の水漏れ・修繕工事

詳細はこちら

一時保育つき
①大人の読書タイム　   
②『自分の時間』を過ごそう

亜①10月19日（月）20日（ 火 ）午 前
10時 ～11時30分 ②31日（土）午 前
10時～11時30分　阿子育て中の親

（祖父母も含む）と子ども（０歳６
カ月以上の未就学児）※一時保育：
１人300円・２人　逢10月７日（水）
までに下記へ（応募多数抽選）　唖
＆葵男女共同参画センター ☎38-
2023/悪josei-ce@city.ashiya.lg.jp

【11月２日（月）まで】
◆国民健康保険料（普通徴収）（第４期）
葵保険課保険係☎38-2035
◆後期高齢者医療保険料（普通徴収）
　　　　　　　　　　　   （第４期）
葵保険課後期高齢者医療係 

                                       ☎38-2037
◆個人市民税・県民税（第３期分）
葵課税課市民税係 ☎38-2016
◆法人市民税・事業所税
　　　　（決算月が８月の法人等）
葵課税課管理係 ☎38-2015 

【納期の相談】
新型コロナウイルス感染症防止対
策に伴い、やむを得ない理由により
法人市民税・事業所税の申告・納付
を期限内に行うことが困難となる
場合、申し出があれば期限を延長し
ます。下記までご相談ください。詳
しくは市ホームページを
ご覧ください。   葵課税課
管理係 ☎38-2015 

亜11月18日（水）・20日（金）・25
日（水）・27日（金）〈全４回〉①午
前10時～正午②午後１時～３時
娃①住所録もできる！年賀状作り
②「初心者も楽しめるプログラミ
ング体験」　阿市内在住・２日間受
講可能な初心者・各３人　挨2,000
円　姶筆記用具・受講票　逢11月
２日（月）〈必着〉ではがきかファ
クスに、住所・氏名・年齢・電話番
号・講座名を記入し下記へ※当選
者にはがきで通知　葵上宮川文化
センター ☎22-9229/穐22-1659/
〒659-0061上宮川町10-5

Windows10パソコン教室

９月30日までの受け入れ分（敬称略）
【芦屋病院取り扱い分】

◆ 20,000円  国際ソロプチミスト
芦屋 会長 岡本伸子様

◆嶺山祥子 様

亜10月24日（土）午後１時30分～
３時　唖体育館・青少年センター
娃子どもたちの基礎体力づくりと
親子体操　阿４～６歳の未就学
児と保護者・先着20組　逢10月14
日（水）までに申込書に記
入し下記へ　葵スポーツ
推進課 ☎22-7910

秋のファミリー
　　　　スポーツのつどい

小学３年以上（要自転車持参）・先
着30人　姶自転車・筆記用具・飲
み物・スリッパ（または上履き）・靴
入れ用ビニール袋・赤鉛筆　逢10
月30日（金）必着で住所・氏名（フ
リガナ）・電話番号・年齢（小学生
は小学校名・学年）を記入し、下記
へ　葵建設総務課☎38-2063/穐
38-2135/悪kensetsu_soumu@
city.ashiya.lg.jp

心を病む人の家族の会
亜10月15日（ 木 ）午 後 １ 時30
分～３時30分　唖木口記念会

お笑い英会話
亜10月31日（土）午後１時30分
～３時　唖木口記念会館　阿ど
なたでも楽しく英会話を学びま
せんか　挨500円　逢＆葵たつ
しろ ☎35-5315

認知症の人をささえる会
亜10月19日（月）午後１時30分～
３時30分　唖福祉センター  娃交
流会　阿認知症の人を介護して
いる家族など　葵あじさいの会 
☎32-7525（社会福祉協議会内）

富田砕花を知る会
亜10月11日（日）午後１時30分～
３時　唖富田砕花旧居　娃兵
庫讃歌　挨500円　葵富田砕花
顕彰会・神谷 ☎090-8215-8712

税理士による「税金相談会」
亜11月10日・24日（火）午前10時
～正午・午後１時～４時（１人
30分）　娃所得税（譲渡）・相続
税・贈与税・法人税・消費税等ほ
か　挨一般1,000円　唖＆逢＆
葵芦屋納税協会 ☎31-5318

パソコン・スマホ講座
亜11月 ４ 日（ 水)午 前10時 ～ 11
時30分　娃スマートフォン無
料体験会　阿先着６人〈要予約〉
唖＆逢＆葵シルバー人材セン
ター ☎32-1414

みんなで歌いましょうin美博
亜10月16日（ 金 ）① 午 前10時
~11時30分　 ② 午 後 １ 時30分
～３時　唖美術博物館　阿各
15人　挨500円　姶愛 唱 名 歌
集、大判のハンカチまたはフェイ
スシールド　葵Ｉ ＬＯＶＥ  ＡＳ
ＨＩＹＡ・加藤 ☎090-4296-1790

兵庫県司法書士会阪神支部
　　　　  70周年記念事業
亜11月28日（土）午後５時30分～
７時　唖ホテルヒューイット甲子
園　娃辛坊治郎氏による講演会
逢＆葵兵庫県司法書士会阪神支
部　☎0798-22-0852

スポンジボールテニス
亜10月９日（金）・15日（木）・27
日（火）正午～午後１時30分/20
日（ 火 ）午 前 ９ 時 ～ 10時30分
唖体育館・青少年センター　娃
初心者向けテニス教室　姶体育
館シューズ（ラケット貸出可）　
葵芦屋クオーターテ
ニス協会・本田 ☎38-
7226

メンタルヘルスセミナー
亜10月10日（土）午後１時30分～
３時30分　唖木口記念会館　娃
小規模多機能型精神科診療所で
のケアについて～事例を通して
逢＆葵芦屋メンタルサポートセ
ンターはまゆう☎38-2562

芦屋「九条の会」講演会
亜10月10日（ 土 ）午 後 ２ 時 ～
４時　唖あしや市民活動セン
ター　娃コロナ禍で考える憲
法　阿先着49人　挨500円　葵
芦屋「九条の会」・片岡 ☎090-
7118-2312

市民トレッキング（初級）
亜10月11日（日）午前9時30分～
午後２時　唖阪急芦屋川→高
座の滝→ロックガーデン→風
吹岩→雨ケ峠→東お多福山→
土樋割峠→登山口バス停（一時
解散）→（右岸道）→山芦屋公園

（解散）　挨400円（交通費別）
姶昼食・飲み物・雨具　葵芦屋
登山会・平井 ☎32-6415

館　娃月例会　葵芦屋家族会 
☎090-1241-0448

市民のひろば

唖＆葵リードあしや☎26-6452/
穐26-6453/悪aia@ashiyanpo.jp

【ＳＤＧｓを体験しよう！】
亜①10月４日（日）②17日（土）午後
１時30分～４時30分　娃①2030Ｓ
ＤＧｓ②ＳＤＧｓ ｄｅ 地方創生の
カードゲームを通してＳＤＧｓを体
験し「誰一人取り残さない」ことを学
ぼう　阿ＳＤＧｓに関心がある一
般・社会人・学生・12人　姶筆記用具
逢ファクス、Ｅメールで上記へ

【ふれあい「スリランカ」カフェ】
亜10月10日（土）午後１時30分～
４時　娃戦後日本独立の大恩人、
スリランカ発展の姿を紹介。物産
販売、写真・絵画展示、紅茶試飲会
挨カフェ：大人100円/子ども無料

（飲み物・お菓子付き）
【ソーシャルナイトvol.３】
亜11月６日（金）午後７時～８時30分
娃丹羽洋文氏による「空き家再生とコ
ミュニティ」をテーマに地域活動の場
づくりに空き家をどのように活用して
いくか。建築家を交えての勉強会　阿

リードあしやの催し

20人（オンライン参加可）　逢ファク
ス、Ｅメールでリードあしやへ

【グラフィックレコーディング
　　　　　　　　　　  セミナー】
亜11月８日（日）午前10時～午後５時
娃グラフィックレコーディングを利用
して団体のありようを可視化する方
法を基礎から伝授。（オンライン参加
は聴講のみ）　阿16人（オンライン：80
人）　挨1,000円（オンライン無料）　
姶筆記用具　逢ファクス、Ｅメールで
リードあしやへ

■ 対　象　①緊急時の避難に心配のある65歳以上のひとり暮らしの
人・65歳以上のみの世帯

　②65歳未満の緊急時の避難に心配のある人で、身体障害者手帳（１・
　２級）、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人
■申し込み　台帳への登録を希望される人は①高齢介護課②障がい
　福祉課へ

緊急・災害時要援護者台帳
緊急時の避難支援や安否確認の際に役立つ台帳です。日頃の地域の
見守りにも活用します。
氏名・住所・緊急時の連絡先などの情報を登録し、民生委員・自治会・
自主防災会・社会福祉協議会・高齢者生活支援センター等（①）・障が
い者基幹相談支援センター(②）と共有します。

問い合わせ　高齢介護課　☎38-2044/障がい福祉課　☎38-2043


